
働き方アンケートから見る！相談支援専門の課題と対策
１．ポイント

ポイント10選

課題 対策アイデア

書類作成の時間が多く、方法の検討が必要

①訪問をまとめて行い、記録日（訪問記録、サービス等利用計画、モニタリング報告書な
どの作成日）を作る。②聞き取り～書類作成の負担軽減のために、各事業所の支援計
画や記録のシェアによって作成負担の軽減を行う。③事務担当の導入。④作成書類の簡
素化の検討。⑤フレックスタイム制の導入

事業所内でのフォローしあえる体制、相談しあえる体制を作
っていく必要あり(人間関係が人材育成につながる)

①時間に制約はあると思うが、全体か2名体制で定期的に30分でもケー
ス共有を行う時間を確保し、疑問点や新たな視点での検討を行う。
②事業所ミーティングの時間を週1回程度設ける。

自己マネジメントのために移動時間の削減、ケースシ
ェアの必要あり。

①事業所体制によるが、2名体制でのケース補完を行い、近隣ケースの
まとめた対応やケース共有を行う。
②事業所の主たる地域、それ以外の地域で訪問日を分ける。

設備はPC、公用車、支援ソフトがあったらよい（設備
の充実が残業時間の削減につながっている）

①訪問先でもソフトを使用できるようにグーグルドライブやwindowsの
onedriveなどのクラウド共有、ICTを活用
②外でデスクワークができるPCがあるだけでもデスクワークが進みやすい。

職場の方針がしっかりしているほうが良い
①定期的なコミュニケーションの場を活用し、積極的なコミュニケーションを
図る。②定期的に方針を確認する場を作る。
③相談支援専門員の行動指針を取り入れる。

事業所内で事例検討や勉強会ができるとよい
①一定エリアでの相談支援事業所での合同勉強会などを定期開催して
はどうか。②事業所内でのミーティングのルール化。

事業所での増員の必要あり(5人以上の相談支援専
門員がいると業務負担は少ない。）

①事務担当の導入。②加算の活用を積極的に行い、一定エリアでの合
同勉強会、の定期開催。

協議会などを通じて、他法人の事業所とも交流があ
る方が良い。

①自立支援協議会への参加。
②一定エリアでの合同勉強会、情報交換会の定期開催。

月の基本相談の件数が多いほど業務満足度は低い
①基本相談での業務負担軽減のためにも、委託相談との協働ケースを
増やし、精神的負担を軽減。②各地域での三層構造の役割の明確化。

他分野の専門機関とは協力できる仕組みが必要
①委託相談と連携し、定期的なエリアでの連携の場の創出を行う
②自立支援協議会の活用。
③一定エリアでの合同勉強会、情報交換会の定期開催。

2．相談支援体制で必要なこと

相談支援体制

課題 対策アイデア

委託相談と指定とのすみわけ ①契約終了前や制度移行にあたっての事業所移行のためのフローチャー
トなどを作成していく

他業種との交流の仕掛け ①委託相談と協議し、エリア内での多業種交流について、進めていく
②定期懇親会の開催

加算の理解促進
①加算様式の作成からモニタリング等の作業軽減テクニックをシェアしてい
く
②加算に関しての勉強会を設ける。



相談支援　週の働き方　(例)
時間 月(パターンA) 時間 火(パターンB) 時間 水(パターンC) 時間 木(パターンD) 時間 金 時間 土 日
8:30 デスクワーク 0.5 デスクワーク

訪問準備 1 デスクワーク
訪問準備 1 デスクワーク

訪問準備 1

デスクワーク
必要に応じて訪問 3.5

休日 休日

9:00 事業所ミーティング 19:30 移動 0.5 移動 0.5 移動 0.5
10:00 移動 0.5

訪問or会議① 1 訪問or会議① 1 訪問or会議① 110:30 訪問or会議① 111:00 デスクワーク 1
移動 0.5 移動 0.5

11:30 移動 0.5 デスクワーク 0.5 デスクワーク 0.5

12:00 休憩・昼食 休憩・昼食 休憩・昼食 休憩・昼食 休憩・昼食12:30
13:00 移動 0.5 デスクワーク 0.5 移動 0.5 移動 0.5 移動 0.5
13:30 訪問or会議② 1

移動 0.5
訪問or会議② 1

訪問or会議② 0.5
訪問or会議② 114:00 訪問or会議② 1

移動 0.5
14:30 移動 0.5 移動 0.5

訪問or会議③ 1
移動 0.5

15:00 デスクワーク 0.5 移動 0.5 デスクワーク 0.5 デスクワーク 0.5

15:30 移動 0.5 デスクワーク 0.5 移動 0.5 移動 0.5 移動 0.5
16:00 訪問or会議③ 1 訪問or会議③ 1 訪問or会議③ 1 訪問or会議④ 1 訪問or会議③ 116:30
17:00 移動 0.5 移動 0.5 移動 0.5 移動 0.5 移動 0.5
17:30 デスクワーク・翌日準備 0.5 デスクワーク・翌日準備 0.5 デスクワーク・翌日準備 0.5 デスクワーク・翌日準備 0.5 デスクワーク・翌日準備 0.5

色の種別 各合計時間 ※働き方アンケートにあった、PCを持ちながら、途中でデスクワークができることを前提としています。金曜日の調整如何で30ケース/月ほどは回れる計算になります。

主地域の日 訪問 3 訪問 3 訪問 3 訪問 3.5 訪問 2 訪問合計 14.5
他地域の日 デスク 1.5 デスク 3.5 デスク 2.5 デスク 2 デスク 4.5 デスクワーク合計 14
デスクワークの日 移動 3 移動 2 移動 3 移動 3 移動 2 移動時間合計 13
休日・休憩 訪問件数 3 訪問件数 3 訪問件数 3 訪問件数 4 訪問件数 2 訪問件数合計 15



相談支援　月の働き方　(例)
月 火 水 木 金 土 日

1週目

2週目

3週目

4週目

5周目

実際の工夫 事前準備 動きの中での工夫 その他

スケジュール

1日の外出時間の設定 ☑ 支援エリアの検討 □ デスクワーク日・時間設定 ☑ 会議時に次回の日程調
整 □ 期限のあるものはスケジュ

ールに入れ込む □ 実際の工夫を基にした、働き方モデル
を作成いたしました。
参考としていただければ幸いです。
また、各事業体で行われている工夫
も表に載せています、事業所で取り組
みやすいものは採用していただければ
と思います。宜しくお願い申し上げます
。

事業所内で(移動時間含
めて)業務時間の算出を
行う

☑ 事業所ミーティング日の設
定 ☑ 同じ方面での調整 ☑ 前の月からの調整 ☑

体制
補助員の導入 □ 集中できる環境整備 □ ケースシェアできる体制 □ 事業所での勉強会 ☑
事業所を1か所に集めて
請求事務の効率化 □ 事業所方針の設定 □

ツール
担当ケース更新表の作成 □ 業務掲示ボードの作成 □ アプリ等でのタスク、スケジ

ュール管理 □ 会議時のホワイトボードの
活用(議事録として共有) □ PCとモバイルプリンターを

携帯する ☑
PC・支援ソフト公用車な
どの設備を整える □ 記録がしやすい書式づくり □

　　　　　　　月の後半に残りのモニタリング、翌月の調整を行う。

デスクワーク日
の設定

　　　　　　　　　月の前半にモニタリング＆計画作成

ミーティング日
の設定

休みの日は
①スポーツなどで体を
動かしたり
②趣味の時間を作った
り
③体を休めたり
仕事のことは考えない
ことが大事です。


